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　台湾出身の黄さんは、ご両親が公務
員です。大人になったら公務員になる
ように勧められていましたが、海外を
見たいと思っていました。ワーキング
ホリデーでニュージーランドへ行き、
ご主人と出会いました。2014年に日本
に来ました。日本人のご主人のために
和食を作りたいと、料理教室に参加し
ています。「主人が『おいしい』という
のはお世辞です。本当においしいと思っ
たときは『また食べたい！』といいます。
先日習った芋煮は、また食べたいとい
われています。とてもうれしいです」。

　
　布団の中に湯たんぽを
入れておくと、とっても

幸せな気持ちになります。寒い夜も大
丈夫。足が温まるので、すぐに眠れます。
あなたは湯たんぽを使ったことがあり
ますか。最近はいろいろなタイプがあ
るようです。お湯を入れずに、電子レ
ンジで温めるものもあります。

　咳が出るときは、マスク
をしましょう。まわりの人に、
風邪をうつさないために必要です。寒
いときにマスクをしていると、顔が寒
くありません。今まで日本は白いマス
クだけでした。このごろ黒いマスクや、
花柄などをしている人もいます。マス
クもファッションのひとつですね。
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　仕事のことばやマナー、敬語などを
勉強します。２月は午後のクラスです。
●2/5、2/8、2/12、2/15   ●無料
●定員：８名  ●JLPT  N３以上の方が対象

　税金、健康保険、年金…。手続きは
難しいですね。一緒に勉強しましょう。
●無料　●定員：10名

　２月のテーマは「入園、入学、新学期
の準備」です。 　●無料　●定員：10名
●子どもと一緒に参加できます
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外国人のための「生活教室」vol.27
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　まずは池上本門寺を訪ね、次に池上
梅園で梅を楽しみます。昼食はインド
料理店です。今回は、坂道や階段の上
り下りが多いコースです（約3.7km）。
●おとな1,620円、学生1,400円、小・中
学生 810 円 （昼食代、梅園、熊谷恒子
記念館は別途） ●集合：10:25  東急池上
線「池上」駅 北口　●定員：20名  

　まだまだ寒さが続きます。冬の野菜
で、温まる料理を作りましょう。
●作る料理 : ぶり大根、鶏とれんこん
の団子汁、小松菜と切干大根の和え物
●おとな3,240円、学生2,700円 　●定員：
８名　●どなたでも参加できます

　２種類のタイソーセージを手作りし、
持ち帰っていただきます。食事はエド
のソーセージとスープをご用意します。
●おとな3,780円、学生 3,240 円　●定
員：10名　●どなたでも参加できます

エドと一緒に
タイ料理をつくろう
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あきこの和食教室
からだが温まる、冬の料理
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外国人も、日本人も3/2
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梅を見よう！ 池上～西馬込を歩く
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